
月／ 今月のテーマ／
担当 「今月の歌」
９月 新しい仲間

「いつも元気」
新しい仲間との出会いの企画。
年間の目標を立てる。
地域の美化活動の奉仕活動を
行う

新しい組と仲間との出会いを作
る。カブ隊基本動作を知り，１年
間の目標を立てる。地域美化活
動により，奉仕の心を養う。

28：基本動作と個人目標（光が丘）
（ロープ／国旗）

7：上進・入団式
15：スカウトの日
  (カントリー大作戦）

9/6：リーダー会議
20：円卓
■：ハイク下見

7：保護者会

１０月 助け合おう
「森の野営」

奉仕の心，助け合いの心を知
る。
工作を行い、工作時の安全と道
具の使い方を学ぶ。

奉仕活動を実施。カブスカウトの
基本技能を身につける。
地区行事に向けてパインウッド
カーを自作する。

1：赤い羽根共同募金
12：基本技能（ロープ，国旗）
26：パインウッドカー工作
※工作補助として保護者の参加希望

4：リーダー会議
18：円卓

26育成会総会，保護者会
20：ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ講習会

１１月 秋を見つけに行こう
「アイアミジョロロ」

ハイキングを通じ、組としての団
結力を高めると共に組長、次長
の役割を認識させる。
安全／救急について学ぶ

野外活動を通じ、自然に親しむ
と共にチェックポイントでの課題
を行うことでスカウト技能を身に
着けさせる。ＫＹＴシートを用いた
安全指導

9：組集会　ハイキング準備
　　（パインウッドカー仕上げ）
23：ハイキング
　　（予定：五常の滝～北向地蔵～ユガ
テ）

9or30or16：ﾊﾞｻﾞｰ 1：リーダー会議
15：円卓
16：地区CSリーダー
勉強会

１２月 できるかな？
「ぼくらのパック」

地区活動を通じて地域の仲間
を作る。
日本の伝統文化に触れる。

地区行事パインウッドカーレース
にエントリーする。
お正月の伝統行事に参加して、
お餅をついてみる。

14(or 21）:餅つき 7：パインウッドダービー
（練馬地区選抜）

6：リーダー会議
13：円卓

14(or21）：ｽｷｰｷｬﾝﾌﾟ説明会

１月 日本の中の外国
「世界一周」

世界遺産について学ぶことによ
り、世界の国々に目を向け、知
識を広める。自分たちの調べた
ことをわかりやすく伝える。

組で協力して世界遺産について
調べ、クイズ形式でみんなに伝
える。

18：組　世界の国々
25：隊　大使館めぐり

（10PM-12：ｽｷｰｷｬﾝ
ﾌﾟ）

12/27：リーダー会議
17：円卓

２月 世界の総長
「光の路」

ＢＰの成り立ちを学ぶ
自分の役割、表現、自立を促す

ベーデンパウエルの歴史とスタ
ンツを通じて自分の役割、表現、
を促す

1：ＢＰ祭準備集会（BPの話など）
組集会／BP祭準備集会
　　　（スタンツの練習など）

15:BP祭 1/31：リーダー会議
■：春キャンプ下見
21：円卓
■：ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ研修

３月 水の不思議
「連盟歌」

組の団結力を高め，自身の役
割を認識し行動する。
屋外プログラムで自然に親し
む。
救急と安全について動機づけす
る

湧水地を見学し、水の循環と資
源の大切さを学ぶ

8：源流ハイク準備
29：源流ハイク（東久留米　黒目川）

(14-15：チャレンジ50) 2/28：リーダー会議
7-8：ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ
　　　　　研修会
21：円卓

４月 もういちど！
「ジャングル探検隊」

親子行事を楽しむ。
基本動作と基本技能を再点検
する

親子行事で親子の接点を作り楽
しむ。
基本動作を再度チェックし，カブ
ブックの基本技能を進める

19：基本動作 12：親子行事 4：リーダー会議
18：円卓

５月 燃料　満タン！
「むこうのおやま」

組の団結力を高め，自身の役
割を認識し行動する。
屋外プログラムで自然に親し
む。

春キャンプの場所を知る。組・個
人の目標を立て実践する。キャ
ンプ生活で組の団結力を深め
る。

10：春キャンプ準備
23-24：春キャンプ
（予定：民宿「さとじ」)

6：リーダー会議
16：円卓

10：キャンプ説明会兼保護
者会
■：練馬地区総会

６月 地球にやさしく
「森の野営」

現代の生活を支える電気、ガス
上下水道について、科学的な視
点から学習し、環境について考
える。

組ごとに施設を選び、調べて実
際に見学に行く。体験学習を通
じて学んだことをわかりやすく伝
える

7：　組集会／暮らしに役立つ施設しらべ
14or21：組集会／施設めぐり
21or28：隊集会／まとめと発表

14or21：ﾊﾞｻﾞｰ 6：リーダー会議
■：夏キャンプ下見
20：円卓

７月 力をあわせて！
「シンボンボン」

組の仲間と力を合わせて問題
を解く。
夏キャンプを通して、組の仲間
意識を高める。

組ごとに協力して、ゲームを楽し
む。
夏キャンプを通し、スカウト技能
を実践する。組の団結を深め
る。

　5：山手線ゲーム
12：キャンプ準備集会
24－27：夏キャンプ
　　　　　　(軽井沢方面予定）

4：リーダー会議
18：円卓

12：キャンプ説明会兼
　保護者会

８月 夏だ！祭りだ！
「ヤヤ　ヨーヨーユ
ピ」

組で縁日を企画、運営して楽し
む。

準備集会で店で使う商品を用意
し、夏祭りを開催する。

24：夏祭り準備
31：夏祭り

1：リーダー会議
15：円卓
■：予算会議

９月 カブリンピック
「狩りの歌」

親子行事を通じて保護者にスカ
ウト活動の理解を深めてもらう。
力いっぱい競い合う。

各種のスポーツ競技に親子で挑
戦する。カブリンピックで競い合
う。

6：カブリンピック（親子スポーツ）
※保護者の参加希望

14：スカウトの日
  (カントリー大作戦）

5：リーダー会議
19：円卓
■：ハイク下見

ボーイスカウト練馬１団ＣＳ隊 平成２７年度プログラム年間計画（リーダー用） 平成26年8月23日

　　　　　　　　　年間テーマ  「大きくなろう」　2014.9～2016.3
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地区行事等
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ボーイスカウト練馬１団ＣＳ隊 平成２７年度プログラム年間計画（リーダー用） 平成26年8月23日

　　　　　　　　　年間テーマ  「大きくなろう」　2014.9～2016.3
１０月 一歩前進

「くまの歌」
奉仕の心，助け合いの心を知
る。自然からの恵みに感謝す
る。

奉仕活動を実施。収穫の楽しさ
と美味しさを味わう。野営体験を
する。

1：赤い羽根共同募金
10-11くまキャンプ
11：いもほり（野外活動体験）

3：リーダー会議
17：円卓

■：育成会総会，保護者会
■：ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ講習会
■：入団説明会

１１月 自然は芸術家
「ビリマンジャ」

ハイキングを通じて、秋の自然
の美しさを感じさせ、自然への
感謝の気持ちを醸成させる
同年代の練馬の仲間と交流す
る。

チェックポイントで進歩過程の該
当項目を実践する
翌月のプログラムに備えて、紅
葉した落ち葉を持ち帰る

10：組集会　ハイキング準備
17：ハイキング
　　（予定：顔振峠）

22：カブラリー 10/31：リーダー会議
21：円卓
■：地区CSリーダー
勉強会

１２月 森からのプレゼント
「トンチ遊び」

落ち葉を使って絵を書き、家族
へのクリスマスプレゼントにする

前月に持ち帰った紅葉した落ち
葉を使うことで、自然の美しさを
学び、恵みに感謝する

1or8：工作：自然物工作 ■:餅つき 5：リーダー会議
19：円卓

■：ｽｷｰｷｬﾝﾌﾟ説明会

１月 食欲全開！
「世界一周」

世界の国の料理を通して文化
の違いを知る。分担、協力しな
がら買い物、調理を楽しむ。

料理を調べ、必要な準備を考え
る。買い物、調理。片づけを;自
分たちで行う。、

17：組　世界の料理しらべ
24：隊　世界の料理

（9PM-11：ｽｷｰｷｬﾝﾌﾟ） 12/26：リーダー会議
（年間プログラム会
議）
16：円卓

２月 世界の仲間
「全員集合」

ＢＰの成り立ちを学ぶ
自分の役割、表現、自立を促す

ベーデンパウエルの歴史とスタ
ンツを通じて自分の役割、表現、
を促す

7：ＢＰ祭準備集会（BPの話など）
14or21：組集会／BP祭準備集会
　　　（スタンツの練習など）

■:BP祭 ■パインウッドダービー
（練馬地区選抜）

6：リーダー会議
■：春キャンプ下見
20：円卓
■：ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ研修

３月 ありがとう　クマさん
「カブスカウトだ」

くまスカウトに上進の動機付け
を行い，感謝を込めて送り出
す。

シカとウサギで「さよならクマさ
ん」の企画と運営を行い，楽しく
過ごす。

6：さよならクマさん準備
27：さよならクマさん

(■：チャレンジ50) 5：リーダー会議
■：ｽｶｳﾄｷｬﾝﾌﾟ
　　　　　研修会
19：円卓

　　　　＊日程はあくまでも予定であり，変更することがあります。詳細は毎月のウッドクラフトで確認願います。


